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平成31年4月現在

みんなの子育てひろば
就学前の子どもとその保護者の方が気軽につどい、交流できる場として「みんなの
子育てひろば」を開設しています。無料。お住いの地域に関係なく利用できます。
スタッフに子育て相談をしたり、地域の子育て情報を得たりすることもできます。毎
月、子育て講座も開催しています。開催時間や曜日にご注意ください。
ひろば名称

場 所

みんなの
サンサンひろば

茶山台１丁７―１
（泉ヶ丘市民センター３
階）

みいけ
子どもひろば

御池台３丁１―３７
（御池台地域会館内）

赤坂台
子どもひろば

赤坂台２丁５―１４
（赤坂台近隣センター内）

開設曜日
火〜金

電話番号

月・火・金 ０８０―８５１４―７０５０

月〜金

時 間

午前１０時〜正午・午後１〜４時
０８０―７０６３―７３６０ （月１回（土）午前１０時〜正午
偶数月第２・奇数月第３）

０８０―３７６４―９２９２

午前１０時〜正午
午後２〜５時
午前１０時〜午後０時３０分・午後
２時３０分〜５時（水のみ午後１時〜）
（第２・４土・日）午前１０時〜
午後０時３０分

南区役所4階

だ

よ

り

☎293ー1222 FAX296ー2822

"第１期「ひらめき脳トレプラス教室」
募集
認知症予防を中心に、簡単な体操や読
み書き計算などの知的プログラム、口腔
（こうくう）ケア、食生活ワンポイントア
ドバイスなどを行う全８回の教室です。
優先対象小学校区（地区）は、上神谷、宮
山台、竹城台、竹城台東、若松台、茶山
台です。５月１０日〜６月２８日の毎週金曜
日、午前９時３０分〜１１時３０分、泉ヶ丘市
民センターで。全回出席できる方で要支
援・要介護認定を受けておらず、医師に
運動を禁止されていない６５歳以上の方が
対象。無料。筆記用具、タオル、飲み物を

持参。
申 込 電話か FAX で住所、氏名、電
話番号、生年月日を書いて、４月３〜９
日に同センターへ。初参加で優先対象小
学校区（地区）の方を優先のうえ抽選２０
人。今後の予定（第２〜４期）については
お問い合わせください。
"さかい食育目標を実践しましょう
市では"さかい食育目標#を広めてい
ます。「三食きちん
と、バランスよく、う
す味で、野菜をしっ
かり食べる」食生活
を実践しませんか。

減らしおレシピ

未就学児とその保護者、妊婦の方が
気軽に集い、遊んだり交流したりする
場です。子育てに関する相談や地域の
子育て支援の情報提供も行います。気
軽にお越しください。月〜金曜日（祝
日を除く）、午前１０時〜正午、午後０
時４５分〜４時。身長・体重も測定でき
ま す（ 身 長 は 90 cm 、 体 重 は１０! ま
で）。初めて利用する方は、登録など
の手続きが必要。いずれも無料。直接会

みなみ

南 保健センター

︵堺市ホームページ︶

場へ。
"子育て講座「キャラバン隊といっ
しょにふれあいあそびを楽しもう♪」
親子ふれあい遊びや絵本、手遊びな
どをします。４月１９日（金）、午前１１〜
１１時３０分。先着２０組。
"あかちゃんタイム
第３火曜日に、おおむね１０カ月まで
の赤ちゃんとその保護者が集まり交流
する場です。同じような月齢の子ども
を持つ保護者同士でおしゃべりした
り、日ごろの子育ての悩みなどを話し
たりしませんか。４月１６日（火）、午後１
時３０分〜２時。

南区役所2階子育てひろば

「みみちゃんルーム」
の催し
南区役所4階子育て支援課
☎290-1744 FAX296-2822

次のページから広報さかいです

４月の教室・相談などの日程（５・６月分の一部を含む）
教室・相談など

日

■離乳食講習会（５〜６カ月頃）
"予約制・無料#

時

３日（水）、５月８日（水） １０：３
０〜１
１：３
０

■一般健康相談"無料#
■食生活相談"予約制・無料#
■精神保健福祉相談"予約制・無料#

１７日（水）

９：００〜１
１：０
０

９日（火）

１４：３
０〜１
６：３
０

２３日
（火）

１４：０
０〜１
６：０
０

１日（月）、１５日（月）、
１３：３
０〜１
５：３
０
５月１３日（月）

■成人の歯科相談"予約制・無料#

１０日（水）、５月８日（水） ９：３０〜１
１：０
０

■子どもの歯相談室"予約制・無料#

２４日
（水）

１３：３
０〜１
５：０
０

午前１０時〜午後３時
（第３土）午前１０時〜正午

■BCG 予防接種"個別通知・無料#
１
０日（水）、２
４日
（水） １
３：０
０〜１
５：０
０
１歳未満の子どもが対象 生後５カ月児に個別通知

午前１０時〜午後３時
（第３土）午前１０時〜正午

■赤ちゃんといっしょ"予約制・無料#
生後４カ月未満の子どもとお母さんが対象

１
７日（水）

１
３：３
０〜１
５：３
０

宮山台３丁１―１５
月〜金
みんなの子育てひろば
午前１０時〜午後３時
（堺宮山台センタービル ※第３火曜は ０８０―２４０８―５０２８
（第２・４土）午前１０時〜正午
宮山台
２階）
休み

■妊婦教室"予約制・無料#３回シリーズ

５月７日（火）
５月２１日（火）
６月１９日（水）

１３：３
０〜１
６：０
０
１０：０
０〜１
５：０
０
１３：３
０〜１
６：０
０

槇塚台３丁１―１
槇塚台
（槇塚台近隣センター槇
みんなの子育てひろば
塚台レストラン２階）

◆いずれも南保健センターで。電話か FAX で予約後
（予約制でない場合はそのまま）
、直接会場へ。
◆上記以外にも次の健診・相談を行っていますので、詳しくはお問い合わせください。
※４カ月児健診・１歳６カ月児健診・３歳児健診（３歳６カ月児が対象）
…個別に通知。無料。
転入転出の場合は同センターへお問い合わせください。
※血液検査…有料
（一部無料の場合有り）
。診断書の発行はできません。一般健康相談時に実施。
※エイズ相談・HIV 検査、HIV を含む梅毒・クラミジア尿のセット検査…無料。一般健康相談時に実施。
※骨粗しょう症予防検診…予約制・有料（一部無料の場合有り）
。１
８歳以上の市民の方が対象。
※調理従事者などの検便
（腸内病原菌）
検査…有料。毎週月〜金曜日
（祝休日を除く）
の午前９〜１
１時。
※難病に関する相談…無料。

ふたばるーむ

新檜尾台３丁６―２５
（新檜尾台地域会館内）

城山台２丁３―１９
みんなの子育てひろば
（UR 泉北城山台２丁集
城山台
会室内）

子育てひろば
みはら

火〜金

月・水・
０８０―２４０８―５４１４
木・金

三原台３丁１―１４―１Ｆ
（三原台近隣センター内）

月〜金

０９０―８４４９―４２９９

月〜金

２０６―４１８４

市では泉北での魅力的な暮らしの普及
や中古住宅の流通促進を行っています。
泉北で中古住宅を購入し、リノベーシ
ョンして住むことをお考えの方は、泉北
ニュータウン住宅リノベーション協議会
事務局（西紋一級建築士事務所内 !２４６

大阪府住宅供給公社の
団地駐車場のご利用を
訪問介護・看護などの福祉車両の駐車
場不足の解消や住民の生活利便性の向上
のため、パソコンやスマートフォンで、
大阪府住宅供給公社の駐車場空き区画を
事前に予約し、その時間に駐車できるサ
ービスを行っています（有料）。

高 齢 者 の 総 合 相談 窓 口

地域包括支援センター
だより
南基幹型包括支援センター
mina
（!２９０―１８６６ !２９０―１８８６
mi―kikangata@sakai―syakyo.net）
問 合

電 子
メール

"歯科検診を受けましょう
高齢になると歯の喪失や歯ぐきのやせ

午前１０時〜正午
午後０時４５分〜３時４５分
午前１０時〜午後３時

泉北で中古住宅を購入し、
リノベーションする方を応援

お住まいの小学校区

２９７―５１２６

月１回（土）午前１０時〜正午不定期の為、
左記電話番号にお問い合わせください。

―２２４８ !２４６―２２５６
info@senbokustyle.
com）へご相談ください。モデルプランの
紹介やリノベーションを応援する金融機
関のローン商品や補
助金などをご案内し
ます。 問 合 ニュー
タウン地域再生室
（!２２８―７５３０ !２２８
―６８２４）へ。
電 子
メール

対象地区や区画、利用方法など詳しく
は、予約型有料駐車場サービスを運営す
!!www.akip
る akippa ホームページ（https#
pa.com!）か B―Times ホームページ（http
s#
!!btimes.jp!）でご覧になれます。詳しく
は大阪府住宅供給公社（!
０６―６２０３―５５１７）かニュータ
ウ ン 地 域 再 生 室（ !２２８―
７５３０ !２２８―６８２４）へ。
などのトラブルが起こりやすくなりま
す。これらのトラブルがもとで食べる量
が減ると低栄養につながります。また、
唾液の減少により口内が不潔になると誤
嚥性肺炎の原因にもなります。日ごろの
手入れに加え、定期的に歯科検診を受
け、口内の健康を維持しましょう。
何か困りごとがあれば下
表窓口までご相談くださ
い。
相談窓口

美木多（鴨谷台含む）・赤坂台・新檜尾台・城山台

南第１地域包括支援センター !２９５―１５５５ !２９５―１５５６

福泉中央・桃山台・原山ひかり・庭代台・御池台

南第２地域包括支援センター !２９０―７０３０ !２９０―７６６５

上神谷・宮山台・竹城台・竹城台東・若松台・茶山台 南第３地域包括支援センター !２８９―８０８５ !２８９―８０８６
三原台・泉北高倉・はるみ・槇塚台

南第４地域包括支援センター !２９１―６６８１ !２９１―６６８２

胃がん検診・大腸がん検診日程
日

程

実施場所

定員（先着） ５０歳以上の偶数年齢の方が対象。予約制。大腸がん

新檜尾台小学校
２３日
（木）
（新檜尾台３―７―１）
高倉台西地域会館
（木）
５月 ３０日
（高倉台１―７―１）

各４
５人

美木多小学校
３１日
（金）
（鴨谷台１―４８―１）
受付時間 ９：００〜１
１：３
０
ただし、詳しい受付時間は、予約受付後に
送付する検診通知で確認してください。
車での来場はご遠慮ください。

検診のみの受診はできません。
胃がん検診：バリウム液
（造影剤）
を飲んで、エック
ス線間接撮影
（８枚）
を行います。無料。
大腸がん検診：事前に送付する容器に２日分の便を
採取し、検診会場にお持ちください。便潜血の検査を
行います。無料。
なお、同検診は医療機関でも受診できます。また、
奇数年齢でも受診可能な場合があります。
詳しくはがん検診総合相談センター（!２３０―４６１６
!２
３
０―４
６
３
６
"受け付けは午前９時〜午後８時
（１
２月２９日
〜１月３日を除く）
#
）
へ。
【申込】
４月２日から電話か FAX で住所、氏名、電
話番号、生年月日、希望日、大腸がん検診希望の有無
を書いて、同相談センターへ。

天候の悪化などにより、検診や教室を止むを得ず中止する場合があります。実施の有無については、お問い合
わせください。

〜ボランティアをはじめたい方におススメ〜

ボランティアオリエンテーションを開催
ボランティアをはじめたい、自分にあ
ったボランティアを見つけたいといった
方を対象に、南区でのボランティア活動
を紹介するミニ講座と相談会を毎月開催
します。
４月１９日、５月１７日、６月２１日、午前
１０時１５分〜１１時３０分、堺市社会福祉協議

会南区事務所（堺市南区役所２階）で。無
料。
申 込 電話か FAX、電子メールで氏
名、連絡先、年齢を書いて同事務所（地
域活動推進係 !２９５―８２５０ !２９５―８２６０
minami@sakai"syakyo.net）へ。先着各
１０人。
電 子
メール

☎299-0119

南消防署「バーベキュー等での注意点」
FAX298-0119
アウトドアに出掛けることが多い季節
になります。公園などの禁止された場所
でのバーベキューは行わないでくださ
い。また、可能な場所で楽しんだ後も、
残り火の始末は完全に行いましょう。
"豆知識「ゼリー状の着火剤の継ぎ足
しによる火災に注意」
バーベキューでは、簡単に火をおこし
やすくするため着火剤がよく用いられま
すが、引火しやすいメチルアルコールが
使われているため、途中でつぎ足すと大

きな炎が上がったり爆発したりするな
ど、非常に危険です。また、火の近くに
放置したため引火・爆発した事故も起こ
っています。着火剤を用いるときには、
注意事項を守って使い
ましょう。

南消防署ホームペ
ージの新着情報

